
第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

(1) 連結経営指標等 

  

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益につきましては、潜在株式がないため記載しておりません。 

３ 従業員数は、使用人兼務役員を含まない就業人員（契約社員を含む）であります。なお、臨時従業員の平均

雇用人員を(  )に外書して記載しております。 

  

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次 第30期 第31期 第32期 第33期 第34期

決算年月 平成21年９月 平成22年９月 平成23年９月 平成24年９月 平成25年９月

売上高 (千円) 3,922,651 4,569,802 4,738,866 4,858,334 4,311,694 

経常利益 (千円) 652,007 683,422 651,734 571,217 444,349 

当期純利益 (千円) 351,482 357,856 316,879 159,399 263,727 

包括利益 (千円) ― ― 331,337 153,061 290,909 

純資産額 (千円) 2,711,055 3,036,774 3,361,867 3,477,471 3,677,568 

総資産額 (千円) 3,527,509 3,971,320 4,381,049 4,781,679 4,596,085 

１株当たり純資産額 (円) 510.48 571.39 624.26 645.70 692.22 

１株当たり当期純利益 (円) 67.46 68.73 60.86 30.70 50.53 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) ― ― ― ― ― 

自己資本比率 (％) 75.3 74.9 74.2 70.5 78.6 

自己資本利益率 (％) 14.0 12.7 10.2 4.8 7.6 

株価収益率 (倍) 11.1 10.3 8.4 16.6 10.9 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 516,446 501,851 589,493 764,735 397,664 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △569,714 △1,040,117 △190,459 277,078 15,994 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △86,703 16,782 △50,829 12,870 △148,140 

現金及び現金同等物 
の期末残高 

(千円) 1,233,866 727,002 1,074,022 2,127,810 2,417,087 

従業員数 (名)
146 
(18)

142 
(21)

145 
(37)

164 
(42)

180 
(50)
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 (2) 提出会社の経営指標等 

  

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益につきましては、潜在株式がないため記載しておりません。 

３ 従業員数は、使用人兼務役員を含まない就業人員（契約社員を含む）であります。なお、臨時従業員の平均

雇用人員を(  )に外書して記載しております。 

  

回次 第30期 第31期 第32期 第33期 第34期

決算年月 平成21年９月 平成22年９月 平成23年９月 平成24年９月 平成25年９月

売上高 (千円) 3,370,528 3,347,496 3,331,253 3,364,429 3,302,974 

経常利益 (千円) 592,499 621,032 602,630 589,348 494,650 

当期純利益 (千円) 333,807 350,550 314,590 181,456 175,136 

資本金 (千円) 277,375 277,375 277,375 277,375 277,375 

発行済株式総数 (株) 5,255,000 5,255,000 5,255,000 5,255,000 5,255,000 

純資産額 (千円) 2,620,323 2,929,078 3,201,965 3,345,242 3,479,689 

総資産額 (千円) 3,215,393 3,539,784 3,854,470 4,099,874 4,061,170 

１株当たり純資産額 (円) 503.27 562.59 615.02 640.90 666.66 

１株当たり配当額 
(内１株当たり 
中間配当額) 

(円) 
(円)

8 
(―)

8 
(─)

8 
(―)

8 
(―)

8 
(―)

１株当たり当期純利益 (円) 64.07 67.33 60.42 34.95 33.55 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) ─ ─ ─ ― ― 

自己資本比率 (％) 81.5 82.7 83.1 81.6 85.7 

自己資本利益率 (％) 13.5 12.6 10.3 5.5 5.1 

株価収益率 (倍) 11.6 10.5 8.5 14.6 16.5 

配当性向 (％) 12.5 11.9 13.2 22.9 23.8 

従業員数 (名)
116 
(11)

118 
(13)

115 
(27)

104 
(32)

142 
(41)
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２ 【沿革】

年月 事項

昭和54年12月 ソフトウェア開発を目的として東京都新宿区百人町一丁目19番３号に株式会社ジョルダン情報サ

ービスを設立。 

昭和55年８月 東京都新宿区百人町二丁目27番４号に住所を移転。 

平成元年12月 ジョルダン株式会社に商号を変更。 

平成11年２月 ゲーム開発の強化を図るため東京都新宿区百人町二丁目27番４号に株式会社ねこぐみを設立。 

平成11年11月 「乗換案内」のインターネットサーバー設置、運営のためJORUDAN AMERICA,INC.を米国カリフォ

ルニア州に設立。 

平成13年３月 新規事業参入を目的としてコンパスティービー株式会社を東京都新宿区百人町二丁目27番４号に

設立(現連結子会社)。 

平成13年３月 株式会社ねこぐみを清算結了。 

平成13年10月 東京都新宿区新宿二丁目１番９号に住所を移転。 

平成14年３月 JORUDAN AMERICA,INC.を清算結了。 

平成15年４月 大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット―「ヘラクレス」市場に株式を上場。 

平成16年12月 携帯電話向け「乗換案内」関連の新規事業展開に向け、調査、企画及びサイト運営等を行うた

め、東京都新宿区新宿二丁目１番９号に株式会社ジェイ・オフタイムを設立。 

平成18年２月 法人向けシステムの企画開発の強化を図るため、ゼストプロ株式会社(現連結子会社)の株式取得

により、同社及び同社の子会社である有限会社プロセス(現連結子会社)を子会社化。 

平成21年３月 

平成19年２月 株式会社ジェイ・オフタイムを清算結了。 

携帯電話向けサービス提供の強化を図るため、株式会社エキスプレス・コンテンツバンク(現持

分法適用関連会社)の株式取得により、同社及び同社の子会社であるEXCB ASIA PACIFIC LIMITED

(現関連会社)を子会社化。 

平成22年10月 大阪証券取引所JASDAQ市場、同取引所ニッポン・ニュー・マーケット―「ヘラクレス」市場及び

同取引所NEO市場の統合に伴い、大阪証券取引所JASDAQ（スタンダード）に上場。 

平成22年12月 マルチメディア事業関連の新規事業展開に向け、雑誌ネット株式会社（現非連結子会社）を子会

社化。 

平成23年２月 投資運用業を行うため、東京都新宿区新宿二丁目１番９号にきぼうキャピタル株式会社(現連結

子会社)を設立。 

平成24年４月 東京都新宿区新宿二丁目５番10号に住所を移転。 

平成24年６月 乗換案内事業関連のソフトウエア開発及びサービス提供等のため、Jorudan Transit Directory, 

Inc.(現連結子会社)を米国カリフォルニア州に設立。 

平成24年６月 乗換案内事業関連のウェブサイト開発、運営等を行うため、東京都新宿区新宿二丁目５番10号に

株式会社Doreicu(現連結子会社)を設立。 

平成24年９月 飲食店情報サービス等との連携による事業領域の拡大を図るため、株式会社グルメぴあネットワ

ークの株式取得により、同社を子会社化。 

平成24年11月 旅行関連事業の強化を図るため、イーツアー株式会社(現連結子会社)の株式取得により、同社及

び同社の子会社である億旅（上海）信息技術有限公司(現非連結子会社)を子会社化。 

平成25年４月 連結子会社であった株式会社グルメぴあネットワークを吸収合併。 

平成25年７月 大阪証券取引所と東京証券取引所の現物市場統合に伴い東京証券取引所JASDAQ（スタンダード）

に上場。 
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当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社、コンパスティービー株式会社（連結子会社）、ゼ

ストプロ株式会社（連結子会社）、有限会社プロセス（連結子会社）、きぼうキャピタル株式会社（連結

子会社）、株式会社Doreicu（連結子会社）、Jorudan Transit Directory, Inc.（連結子会社）、イーツ

アー株式会社（連結子会社）、雑誌ネット株式会社（非連結子会社）、億旅(上海)信息技術有限公司（非

連結子会社）、株式会社エキスプレス・コンテンツバンク（持分法適用関連会社）、納威辟(上海)軟件開

發有限公司（関連会社）、A-kind, Inc.（関連会社）及びEXCB ASIA PACIFIC LIMITED（関連会社）、で

構成されております。主な事業の内容は、鉄道等の経路検索・運賃計算ソフトウェア「乗換案内」の製

造・販売、ホームページ及びモバイルでの「乗換案内」及び付随サービスの提供、旅行の取扱、その他イ

ンターネット向けコンテンツの提供、及び受託ソフトウェア開発であります。 

コンパスティービー株式会社は、主に広告代理業を営んでおります。当社との主な関係は、当社のイン

ターネット向け「乗換案内」の広告スペースの販売であります。ゼストプロ株式会社は、システム・ソフ

トウェアの企画・設計・開発・保守等を行っております。当社との主な関係は、ソフトウェアの設計・開

発、及び当社の「乗換案内」法人向け製品のサーバー運用であります。有限会社プロセスは、情報関連機

器のリース等を行っております。株式会社Doreicuは、ウェブサイトの開発・運営等を行っております。

Jorudan Transit Directory, Inc.は、ソフトウェア・コンテンツの開発及びサービス提供等を行うため

前連結会計年度に設立したものです。イーツアー株式会社は、旅行の取扱を行っております。株式会社エ

キスプレス・コンテンツバンクは、コンテンツ・ソフトウェアの企画・制作・販売やインターネット広告

配信等を行っております。 

当社グループの事業における当社及び当社の関係会社の位置付け及びセグメントとの関連は、次のとお

りであります。なお、以下に示す区分は、セグメントと同一の区分であります。 

  

（乗換案内事業） 

個人向けには、「乗換案内」のパソコン向け製品の販売とそのバージョンアップサービス等を行ってお

ります。また、法人向けには、「乗換案内」等の法人向け製品等の販売の他、システム受託開発会社経由

にて法人内の情報システムの旅費精算部分への組み込み等を行っております。 

インターネットでも「乗換案内」や飲食店情報等の提供を行っております。モバイル向け有料サービス

「乗換案内NEXT」「乗換案内Plus」の提供、広告スペースの販売、及び旅行の企画・手配・販売等を収益

源といたしております。 

（主な関係会社）当社、コンパスティービー株式会社、株式会社Doreicu、Jorudan Transit Directory,

         Inc.、イーツアー株式会社、億旅(上海)信息技術有限公司、株式会社エキスプレス・

         コンテンツバンク、納威辟(上海)軟件開發有限公司、A-kind, Inc. 

  

（マルチメディア事業） 

ニュースサイト等のモバイル向けコンテンツの提供を行っております。また、雑誌『表現者』や書籍の

出版、電子出版コンテンツの提供等も行っております。 

（主な関係会社）当社、コンパスティービー株式会社、雑誌ネット株式会社、株式会社エキスプレス・

         コンテンツバンク 

  

３ 【事業の内容】
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（その他） 

受託ソフトウェア開発、情報関連機器リース、サーバー運用等の事業を行っております。 

（主な関係会社）当社、ゼストプロ株式会社、有限会社プロセス、きぼうキャピタル株式会社、 

                  EXCB ASIA PACIFIC LIMITED 

  

当社グループの事業系統図は以下のとおりであります。 

  
 

  

― 6 ―



  

  

(注) １ 「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。 

２ 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している関係会社はありません。 

３ 特定子会社であります。 

４ 議決権の所有割合の(  )内は、間接所有割合で内数であります。 

  

４ 【関係会社の状況】

名称 住所
資本金又は
出資金 
(千円)

主要な事業 
の内容

議決権の 
所有(被所有)割合

関係内容
所有割合 
(％)

被所有割合 
(％)

(連結子会社) 
  
コンパスティービー株式会社 
(注) ３ 

東京都新宿区 40,000 
乗換案内事業 
マルチメディア 

事業 
100.0 ― 

「乗換案内」等の広告販売 
広告宣伝の委託 
役員の兼任２名 

ゼストプロ株式会社 
(注) ３ 

北海道函館市 63,000 その他 75.0 ─ 

当社製品の開発委託及びサ
ーバー運用委託 
役員の兼任２名 
資金援助あり 

有限会社プロセス 
(注) ４ 

北海道函館市 3,000 その他 
100.0 

(100.0)
─ ─ 

きぼうキャピタル株式会社 東京都新宿区 10,000 その他 100.0 ― 役員の兼任２名 

株式会社Doreicu 東京都新宿区 15,000 乗換案内事業 90.0 ― 役員の兼任１名 

Jorudan  Transit  Directory, 
Inc. 
(注) ３ 

米国カリフォル
ニア州 

1,000 
千USドル 

乗換案内事業 100.0 ― 役員の兼任１名 

イーツアー株式会社 
(注) ３ 

東京都新宿区 260,500 乗換案内事業 85.5 ― 役員の兼任２名 

(持分法適用関連会社) 
  
株式会社エキスプレス・コンテ
ンツバンク 

東京都港区 30,000 
乗換案内事業 
マルチメディア 

事業 
39.9 ― 

役員の兼任１名 
債務保証 

 

― 7 ―



  

(1) 連結会社の状況 

平成25年９月30日現在 

(注) １ 従業員数は、使用人兼務役員を含まない就業人員（契約社員を含む）であります。なお、臨時従業員の最近

１年間平均雇用人員を(  )に外書して記載しております。 

２ 全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているも

のであります。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成25年９月30日現在 

  

(注) １ 従業員数は、使用人兼務役員を含まない就業人員（契約社員を含む）であります。なお、臨時従業員の最近

１年間平均雇用人員を(  )に外書して記載しております。 

２ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

３ 前事業年度末に比べ従業員数が38名増加しておりますが、主として平成25年４月１日付で連結子会社であっ

た株式会社グルメぴあネットワークを吸収合併したことによるものであります。 

  

(3) 労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  

５ 【従業員の状況】

セグメントの名称 従業員数(名)

乗換案内事業 140(39) 

マルチメディア事業 13(２) 

その他 14(８) 

全社(共通) 13(１) 

合計 180(50) 
 

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円)

142(41) 36.0 7.5 5,095,021 
 

セグメントの名称 従業員数(名)

乗換案内事業 110(37) 

マルチメディア事業 13(２) 

その他 ６(１) 

全社(共通) 13(１) 

合計 142(41) 
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